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RI テーマ
ベテランと若手の団結で
品格あるロータリー活動を！
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言行はこれに照らしてから
1. 真実かどうか
2. みんなに公平か
3. 好意と友情を深めるか
4. みんなのためになるかどうか

Rotary International
国際ロータリー会長
K.R. ラビンドラン
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八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：上田 郁生
●幹
事：上山 惣太
●会報委員長：堀内 伸也

ニコニコ箱
第 2073 回例会

●あけましておめでとうございます。本年もよろし

① 開会 点鐘

くお願いいたします。

② ソング ｢クラブソング」

●本年もよろしくお願いします。

③ ビジターの紹介

浦本さんご入会おめでとうございます。ご一緒に

④ 会務報告

頑張りましょう。

｢会長の時間｣「幹事報告」

奥田 長二会員

●皆さん、明けましてお目出とうございます。今年

⑤ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

もよろしく。
浦本さん、御入会、お目出とう。

⑥ 「ロータリーの友」紹介
長尾 穣治広報・雑誌委員長
⑦ 卓話 ｢ロータリーあれこれ｣

池本 繁喜会員
●新年おめでとうございます。

山田 哲男会員
⑧ 閉会

上田 郁生会員

浦本さんご入会おめでとうございます。

点鐘

森下 慶治会員
●明けましておめでとうございます。本年もよろし

第 2074 回例会

くお願い致します。

1 月 22 日（金）

桑田 タア子会員

●本年もよろしく！

☆卓話なし

浦本さん仲間としてよろしく！

☆第 4 回クラブフォーラム
職業奉仕委員会部門
中澤

剛職業奉仕委員長

鈴木 洋会員

●本年もよろしくお願い致します。大橋 秀造会員
●新年おめでとうございます。今年もよろしくお願
いします。

山田 哲男会員

●今年もよろしくお願いします。

2016 年 1 月 7 日（木）
出席報告

浦本様、御入会おめでとうございます。

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2072 回

28 名

22 名

88.0％

第 2070 回

28 名

18 名

72.0％

備 考
出席義務免除
4 名（出 1）
補
填
0名

誕生月お祝ありがとうございます。
早退させて頂きます。申し訳ございません。
長尾 穣治会員

★例会場：㈱西武百貨店八尾店8階バンケットルーム ℡:072(997)0111 内線5580 ★例会日時：毎週金曜日12時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 西武百貨店内 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

●本年も宜しくお願い致します。

上山 惣太会員

幹事報告

●明けましておめでとうございます。
浦本さん入会おめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。 安田 憲司会員
●スポンサーの鈴木さんありがとうございます。皆さ
まこれから宜しくお願いします。 浦本 修三会員
●おめでとうございます。本年もよろしくお願い致し

①1/29（金）に新入会員歓迎会を開催することと
なりました。それに伴い、1/29（金）の例会を
下記の通りの移動例会に変更致します。
1/29（金）
場

所：がんこ 平野郷

ます。

例

会：17：00～17：30

浦本様、ご入会おめでとうございます。

歓迎会：17：30～19：30

大松 桂右会員

送迎バスに乗られる方は、16：45 に近鉄八尾
にお越し下さい。

1 月誕生月祝
長尾会員・山田会員

1 月結婚記念日祝
髙岡会員・中澤会員

「新年を迎えて」
上田

郁生会長

あけましておめでとうございます。
●今回合計

20,000 円

今年の年始は穏やかな気候に恵まれ、日なたにい
ると暖かく感じるほどの陽気でした。

●累計

316,110 円

上半期 HC 皆出席祝
上田会員

今年は申年です。申という文字には、『伸びる』
という意味があるそうです。穏やかな天候で始ま

会長の時間

った新年に会員皆様の一年が穏やかであり、かつ
業績が伸びることを願っております。

皆様、新年おめでとうございます。

昨年を振り返りますと、7 月の近隣クラブの表敬

会長職に就きまして半年が過ぎました。振り返って

訪問に始まり、9 月にはガバナー公式訪問があり

みると、あっという間に感じられます。

ました。10 月は四和会・四輪会のホストや選抜

今年は国際奉仕事業や社会奉仕事業と、大きな事業

野球大会で新潟南ロータリークラブを訪問し、11

が控えています。年も改まり、気持ちも新たに頑張

月には高知中央ロータリークラブの 30 周年記念

ってまいりますので、会員の皆様のご指導とご協力

野球大会に野球同好会として参加しました。12

を引き続きよろしくお願いいたします。

月は地区大会と他クラブとの交流が多く、幹事や
親睦委員長そして事務局には大変お世話になり
ました。
年が変わり下半期になりますと、自クラブの事業
や行事が増えてまいります。まず 1 月には国際奉
仕でフィリピンのダウンタウンマニラロ－タリ

ークラブとの共同事業が行なわれます。今年は従

新入会員入会式

来行なってきた奉仕活動がフィリピンの教育プ
ログラムの変更により履行できないため、ダウン
タウンマニラロータリークラブの近隣クラブで
あるサンパブロ市南ロータリークラブへの奉仕
活動を、ダウンタウンマニラロータリークラブを
通じて行なわれます。
今回は 2 クラブへの訪問となり忙しいスケジュ
ールになりますが、プロジェクトに参加していた
だく会員の皆様、よろしくお願いいたします。そ
して 6 月には社会奉仕活動として「アールブリュ
ット」が行われます。障害のある方たちの作品展
覧会として、昨年から実施され、八尾市では初の
試みということでしたが大盛況で終了いたしま
した。今年は日程も一日伸ばし、昨年よりも盛大
になることが予想されます。この素晴らしいプロ
ジェクトを是非八尾市に根付かせ、将来的に全国
に広がることを願います。
そしてクラブ内の行事として親睦委員会による

新入会員プロフィール

一泊親睦旅行が予定されています。2 年前から復
活したこの企画により、クラブ内の一体感が非常

うらもと

姓

名： 浦本

しゅうぞう

修三

に高まったと感じています。2 年継続したこと
で、ますます一体感と親近感が増したと思いま

入 会 式：

平成 28 年 1 月 7 日

す。今年も是非実行していただき、更にクラブ内

職業分類：

不動産賃貸

の一体感を増したいと思っています。親睦委員の

事業所名：

（株）エビス

皆様、よろしくお願いいたします。あと半年間、 所 在 地：

柏原市高井田 84-8

スローガンである「品格あるロータリー活動

T

E

L：

072-973-0813

を！」を遂行できるよう頑張ってまいりますの

F

A

X：

072-973-0812

で、会員の皆様のご指導ご協力をお願いいたしま
す。

1 月度定例理事会報告
幹事：上山
●日

時：2015 年 1 月 7 日(木)
例会前

●場

惣太

11：04～11：55

所：例会場

●出席者：理事役員 8 名

1. 会計報告 12 月分⇒承認。

2. フィリピン訪問の件及びお土産の件
⇒髙岡国際奉仕委員長、鈴木会員、山田会員
の 3 名で訪問。お土産は各クラブ 3 万円×2
で用意する。（承認）

3. IM 及び 45 周年記念準備委員会発足の件
⇒会員へのアンケートを次週に配布する。
（継
続）

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY

4. ガバナー補佐候補者選出の件
⇒今年 9 月か 10 月までに決定予定。（継続）

5.

クラブジャンパーの件
⇒半額をクラブ負担で作成する。サンプル及
び見積書を送ってもらうよう手配する。
（承
認）

6. 米山奨学生受入れの件
⇒受入れないことで決定。

7. 新入会員歓迎会の件
⇒1/29（金）の夕方よりがんこ 平野郷で開催。
それに伴い、例会も移動例会に変更し、17：
00～17：30 に例会、17：30～19：30 で新入
会員歓迎会を開催する。（承認）
以上

